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パークＯの醍醐味。上級者に
とっては、スピードあふれる
レース。初心者にとっては、
安心できるテレイン。その上
今回は、大阪ＯＬＣによる初
心者説明もあって、安心して
参加できる大会でした。 
 

■初心者教室■ 

 
前回の舞洲大会に引き続き、初心者教
室が併設されたこの大会。ボーイスカ
ウトの子たちも多かったですが、若い
女性のグループも参加していて、なか
なか盛大でした。ただ、何グループか
に分かれて指導をしていたので、人数
が多くて大変ですね。 
 実際に、地図を見ながらコンパスの
使い方を指導して、その後にミニ地図
を使った実地指導がありました。単に
言葉での説明ではなく、実際に地図を
使って自分で歩いてみるこのやりかた
は、他のオリエンテーリング大会の初
心者説明でも参考になるのではないで
しょうか。 

 

■ポイントＯでの走力勝負■ 
 
大阪城ということで、大部分の参加

者にとっては、かってしったるテレイ
ン。フリーとなると堀と石垣をいかに
回り込むかということですが、ポイン
トでは、おのずとコースが決まってき
ます。細かい道を知っているか（もち
ろん地図には載っているのだが、わか
りづらい）で、秒単位の時間が変わっ
てきます。それに平坦な公園なので、
途中に「よっこらしょ」と休むことも
出来ないし…。疲れました。 

 
 

■副賞があったのか！■ 
 

クラブの生徒との参加でしたが、公園
で、しかも６月に１度大会で参加した
場所だということもあり、ほとんど迷
わずに回れたようです。 
 しかし、Ｊ２クラスで２位になった
山田君は、悔しがっていました。理由
は「副賞にペットボトルがでるとわか
っていたらもっと走っていたのに」と
いうもの。２位にも副賞があったのだ
が、１位の大きなペットボトルがうら
やましかったようです。なんでも途中
で「こっちやで」と声をかけてくれた
おじさんについていったら、違うコン
トロールで時間をロスしたとか。「自分

の思っていたとおりにいっていたら」
という反省を口にしていました。なん
か不純な動機ですが、次は１位になり
たいと息巻いていました。 
 また、最近よく会場でお会いするＮ
１クラスに出ていた五百倉くん。小学
生ですが、その意欲は並々ならぬもの
があります。もっと多くの子どもたち
が楽しめるような大会が増えればいい
ですね。 

 
 

（横田実） 
 

 副賞があるのなら頑張るぞ！ 大会報告 
ＫＯＬＡ 
横田実 

 ２００４年９月１９日 大阪城公園パークＯ大会 in 大阪城公園 

   ＭＡ                                    Ｊ ２
 1 大西　康平  20 0:24:42   左京区       1 服部  弘奨  14 0:36:04 豊中市
 2 奥村　理也  34 0:24:46   向日市       2 山田　　凱  13 0:37:51 信太中
 3 小林　康浩  36 0:25:01 大阪ＯＬＣ     3 岡口　一生  12 0:41:20 信太中
 4 城森　博幸  45 0:26:19 ＯＬＰ兵庫     4 川久保雄揮  12 0:46:26 宝塚市
 5 谷村　正樹  33 0:28:22   杉風会       5 沖浦　有樹  14 0:46:37 都島区
 6 津國　真敏  20 0:29:03   浪速区       6 中　　亮介  13 0:50:37 信太中
 7 宮内　信輔  25 0:29:14   八尾市       7 河井　勇樹  13 0:51:36 信太中
 8 横田　　実  40 0:30:02  ＫＯＬＡ      8 瀧本  賢人  13 0:52:50 豊中市
 9 小池　英希  29 0:30:32   目黒区       9 赤井　雄星  12 1:03:55 信太中
10 大林　俊彦  40 0:30:36 大阪ＯＬＣ    10 藤田　　康  13 1:04:59阿倍野区
11 平山　友啓  26 0:31:23  ＫＯＬＡ     11 藤東  貴昭  13 1:05:23 豊中市
12 小田　紀彦  29 0:31:37   杉風会      12 藤田　　健  13 1:05:58阿倍野区
13 森岡  裕起  31 0:32:51 おろしの会    13 川本  麻由  14 1:06:23 豊中市
14 河合　利幸  45 0:34:04 ＯＬＣレオ    14 森岡  史隆  14 1:07:28 豊中市
15 志水　博一  18 0:34:11   伊丹市      15 水谷  琴実  14 1:34:28 豊中市
16 谷　　直樹  20 0:34:13   伏見区      16 中村隆三郎  13 1:35:25 豊中市
17 上松　晋也  26 0:36:38   奈良市      17 北戸    翔  15 1:36:22 豊中市
18 菅原　　啓  24 0:37:27   青葉会
19 岩水　義治  34 0:37:47 大阪ＯＬＣ       Ｎ１
20 富坂　　功  28 0:37:52   杉風会       1 五百倉　務  42 0:25:26長岡京市
21 川久保雄介  45 0:38:36   宝塚市       2 大川　達弥  45 0:25:49 芦屋市
22 阪田　光彦  58 0:39:14 大阪ＯＬＣ     3 森田　　成  26 0:26:16 尼崎市
23 船越　　信  45 0:39:40  京都ＸＣ      4 中井源一郎  28 0:26:59 吹田市
24 山田　知度  32 0:40:16  東住吉区      5 上西　弘記  29 0:27:41 宇治市
25 藤田　　寛  69 0:41:09 大阪ＯＬＣ     6 東　　淳一  30 0:27:56四条畷市
26 前田　春正  58 0:41:10  ＫＯＬＡ      7 檜皮　幸彦  男 0:29:55 豊中市
27 仲田　貴幸  19 0:44:31   吹田市       8 畠山　耕司  39 0:36:13住之江区
28 陳　　慶祥  35 0:46:24 大阪ＯＬＣ     9 清水　　瞳  22 0:37:25北葛城郡
29 頓宮　秀徳  45 0:50:57ＯＬＣ吉備路   10 加藤　孝司  44 0:42:50 大津市
30 矢沢　博史  44 0:51:19   豊中市      11 名越由紀子     0:47:43
31 亀井　耕二  45 0:52:02   豊中市      12 玉井　美保     0:48:45
32 別所　賢穂  19 1:00:17   池田市      13 福本　正晶     0:51:57 茨木市
33 川本　聡士  42 1:01:12   豊中市      14 山田　正行     0:52:40 豊中市
34 堺　　信夫  23 1:03:51 阪大ＯＬＣ    15 渡邉　千晃     1:02:23
35 藤井　　豊  73 1:04:33  東淀川区     16 山道祐美子     1:07:12 摂津市
36 香嶋　宏信  67 1:09:57  豊中ＯＣ     17 千葉　忠夫  42 1:24:13習志野市
37 中西　宏彰  46 1:26:44   豊中市         三宅　将兄  57  Ｐ１   平野区

   ＷＡ                                    Ｎ ２
 1 岩水加代子  41 0:33:34 大阪ＯＬＣ     1 川久保槙二  10 0:31:08 宝塚市
 2 川久保ちづ子41 0:39:13   宝塚市       2 服部  功伸     0:33:18
 3 近江みどり  47 0:56:44   豊中市       3 森岡  佑太  12 0:33:36 豊中市
                                         4 松尾　篤史  11 0:35:29 都島区
   Ｂ                                    5 高野　楓馬  11 0:36:23阿倍野区
 1 砂田　達之  42 0:22:28 ＯＬＰ兵庫     6 池渕　裕紀  14 0:36:40 西成区
 2 石井　博昭  50 0:24:14 ＯＬＰ兵庫     7 北戸　　誠  10 1:01:44 豊中市
 3 宜保　　諒     0:28:37 阪大ＯＬＣ     8 天野　晶雄  11 1:02:41 豊中市
 4 松石　有孝  28 0:34:21   橿原市       9 檜皮　大起  10 1:18:41 豊中市
 5 藤井貫太郎  78 0:52:44 大阪ＯＬＣ       當間　　恵  13  Ｐ１   西成区
 6 小國　英男  68 1:01:24 大阪ＯＬＣ       杉原　正樹  13  Ｐ１   西成区
 7 井上　雅資  72 1:25:37 大阪ＯＬＣ       五百倉大輔  10  Ｐ１  長岡京市

   Ｊ１                                    Ｎ３
   松井　悦正  18  Ｐ１    大阪44団      1 沖浦　弘希 ２人0:38:07 都島区
                                         2 樋江井　幸 ３人0:43:56 和泉市
                                         3 稲垣　　完 ２人0:45:57 西宮市
                                         4 湯上久美子 ３人0:53:57 神戸市
                                         5 池渕　徹也 ２人0:56:48 西成区
                                         6 東　　美佳 ２人1:05:03 宇治市
                                         7 滝井千恵子 ２人1:12:51 草津市
                                         8 中尾　慎人 ２人1:17:24 西成区
                                        　 向　　博也 ２人 Ｐ１   西成区
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甲山森林公園でのパークＯ。
パークＯといっても、そこは
森林公園。適度なアップダウ
ンと地形があり、初心者にも
上級者にも楽しいコースが
くめる絶好の場所です。しか
し、そこには思わぬ落とし穴
も… 

■絶好の日和■ 

 
今回は、パークＯツアーin 関西の第３
戦目。パークＯツアーは、５試合のポ
イント制で順位を競うものですが、今
回のＡクラスは、予選・決勝方式がと
られていました。各Ａクラスの上位が、
その後の決勝に進むというものです。 
 甲山森林公園は、森林公園と言うだ
けあって自然が豊富で、短いですがな
かなか堪能できるコース組みが可能で
す。今回は予選のＡコースも１位タイ
ムが１１分台という速いレース展開で
した。地図の縮尺が大きいので、行き
過ぎないようにすることが重要かな。
早速１番コントロールで僕自身も行き
過ぎてしまいました。 
 

■県民大会も併設■ 
 

パークＯに併設して、初心者向けの県
民大会も併設されていました。こちら
は、道沿い中心で、ぐるっと回ってく
るタイプの物ですが、大阪城公園など
とは緑が多いので、道をはずさないよ
うにするのが大切ですね。 
 なぜか連れて行った生徒の一人は、
甲山まで登ってしまっていました。「そ
んなとこまで何でいったんや」ときい
たら「途中で気がついたけど、とりあ
えず登ってみた」とのこと。中には１
番コントロールでうろうろしてしまい、
あきらめて帰ってきた者もいましたが、

やっぱり道中心と言ってもどういうふ
うに道が続いているのかを読めないと、
現在地を見失ってしまうのですね。 
 

■逆走で下位に転落■ 
 

さてレースのほうですが、僕自身は１
番コントロールで行き過ぎた後、３→
４番コントロールでは、道を逆走して
しまい、レースからは脱落。道を頼っ
た走りをしたために、確認をおろそか
にした結果ですね。その後も、すぐ横
にあったコントロールに気がつかずに
通り過ぎてしまったりと、散々な結果
でした。 
 それとは違ってＡクラスのレースは
盛り上がっていました。特に決勝では、
見学者にコース地図も配布され、どん
なコースを走ってくるのか見学者自身
も考えて楽しむことが出来ました。 
 
http://www009.upp.so-net.ne.jp/OLP
_webpage/ft/ft_07p.htm 

 
（横田実） 

 

 甲山の山頂まで登ったぞ？ 大会報告 
ＫＯＬＡ 
横田実 

 ２００４年９月２６日 甲山森林公園パークＯ＆県民大会 

パークＯツアー
■ MA決勝 成績
  1位 (0:13:54)  小林  康浩   大阪OLC
 2位 (0:14:04)  奥村  理也   ウルトラクラブ
 3位 (0:14:11)  大嶋  真謙   ＯＬＰ兵庫
 4位 (0:15:09)  吉田  武生   
 5位 (0:15:12)  田代  雅之   
 6位 (0:15:15)  樋口  一志   
 7位 (0:15:27)  保呂  毅     京大OLC
 8位 (0:15:37)  中村  貴史   大阪市大OLC
 9位 (0:15:44)  前田  哲史   
10位 (0:16:00)  大西  康平   京大OLC
11位 (0:16:30)  岡本  健一   ぞんび～ず
11位 (0:16:30)  井上健太郎   ＯＬＰ兵庫
13位 (0:18:51)  大林  俊彦   うるしの会
14位 (0:18:54)  相原  俊明   青葉会
15位 (0:19:58)  谷村  正樹   杉風会
■ WA決勝 成績
  1位 (0:08:57)  森澤  寿里   奈良女ＯＬＣ
 2位 (0:09:28)  峰村  綾香   
 3位 (0:10:19)  寺嶋  貴美江   朱雀OK
 4位 (0:10:25)  松本  知佐子   T・Zebra
 5位 (0:11:10)  谷    久美子   
 6位 (0:11:52)  細谷みさき   川西市
 7位 (0:14:52)  佐野  満美   奈良女ＯＬＣ
 8位 (0:17:42)  坂本  涼子   
■MA予選 成績
  1位 (0:11:45)  田代  雅之   
 2位 (0:11:54)  奥村  理也   ウルトラクラブ
 3位 (0:12:13)  大嶋  真謙   ＯＬＰ兵庫
 4位 (0:12:24)  岡本  健一   ぞんび～ず
 5位 (0:12:55)  吉田  武生   
 6位 (0:13:02)  小林  康浩   大阪OLC
 7位 (0:13:15)  保呂  毅     京大OLC
 8位 (0:13:22)  中村  貴史   大阪市大OLC
 9位 (0:13:23)  前田  哲史   
10位 (0:13:25)  大西  康平   京大OLC
11位 (0:13:26)  井上健太郎   ＯＬＰ兵庫
12位 (0:13:48)  谷村  正樹   杉風会
13位 (0:13:57)  樋口  一志   
14位 (0:14:03)  相原  俊明   青葉会
15位 (0:14:11)  大林  俊彦   うるしの会
16位 (0:14:15)  加納  尚子   
17位 (0:14:25)  松尾  繁樹   徳島OLC
18位 (0:14:40)  松澤  俊行   三河ＯＬＣ
19位 (0:15:16)  三上  智     神戸大ＯＬＫ
20位 (0:15:29)  内田  浩太   OLC吉備路
21位 (0:15:30)  高橋  大輔   神戸大ＯＬＫ
22位 (0:16:02)  金枝  敏克   神戸大ＯＬＫ
23位 (0:16:18)  高田  智美   
24位 (0:17:01)  小山  俊洋   韓国大田市
25位 (0:17:23)  小田  紀彦   
26位 (0:18:20)  村上  尭     
27位 (0:19:57)  福谷  俊行   神戸大ＯＬＫ
28位 (0:20:13)  渡辺  健一   西宮市
29位 (0:20:32)  水石  和秀   
30位 (0:21:22)  山平  拓也   
31位 (0:27:49)  佐藤  秀一   神戸大ＯＬＫ
 mp (0:00:00)  高橋  祐樹   神戸大ＯＬＫ  
■ WA予選 成績
  1位 (0:13:49)  峰村  綾香
 2位 (0:14:30)  松本知佐子   T・Zebra
 3位 (0:15:20)  森澤  寿里   奈良女ＯＬＣ
 4位 (0:16:59)  寺嶋貴美江   朱雀OK
 5位 (0:17:54)  谷  久美子
 6位 (0:21:14)  細谷みさき   川西市
 7位 (0:21:30)  坂本  涼子
 8位 (0:21:41)  佐野  満美   奈良女ＯＬＣ
 mp (0:00:00)  藤田  沙織   大阪市大OLC  
■ MS 成績
  1位 (0:21:31)  寺嶋  一樹   朱雀OK
 2位 (0:24:10)  愛場  庸雅   ＯＬＣレオ
 3位 (0:25:11)  板谷日出男   ＯＬＰ兵庫
 4位 (0:25:31)  河合  利幸   ＯＬＣレオ
 5位 (0:25:43)  井口  邦弘   ＦＲＡＮ
 6位 (0:27:15)  小比賀健司   朱雀OK
 7位 (0:28:00)  澤地  實     大阪OLC
 8位 (0:28:51)  岩水  義治
 9位 (0:34:03)  島田  浩治
10位 (0:34:20)  長井  達也
11位 (0:37:00)  横田    実   KOLA
12位 (0:44:10)  小島  哲平
13位 (0:48:43)  中    清行
14位 (1:02:29)  板谷  祐樹   ＯＬＰ兵庫  
■ WS 成績
  1位 (0:33:09)  奥田  裕子   大阪OLC
 2位 (0:36:55)  岩水加代子   大阪OLC
 3位 (0:48:56)  小比賀少子   朱雀OK  
■ MV 成績
  1位 (0:28:51)  前田  春正   KOLA
 2位 (0:29:34)  佐藤  政明   大府市
 3位 (0:29:52)  大森
 4位 (0:30:38)  寺田  保     KOLA
 5位 (0:33:06)  辻村  修     コンターズ
 6位 (0:33:26)  平島  俊次   京都OLC
 7位 (0:34:50)  小南
 8位 (0:38:05)  四宮
 9位 (0:38:55)  小林  一登
10位 (0:41:49)  石田  亘宏   愛知OLC
11位 (0:42:28)  岩井  健二   豊中OLC
12位 (0:42:38)  清水  栄一
13位 (0:44:31)  柴田  喜一   つるまいOLC
14位 (0:44:57)  高橋  義人   多摩ＯＬ
15位 (0:56:34)  小嶋  裕
  mp (0:00:00)  笠井  泰自   大阪OLC
  mp (0:00:00)  田中紀十一
  mp (0:00:00)  香嶋  宏信
  mp (0:00:00)  吹元  数夫  
■ WV成績   1位 (0:38:59)  石田美代子   愛知OLC
 2位 (0:53:41)  辻村  紀子   コンターズ
 3位 (1:04:31)  川向和歌栄   吹田OLC
 mp (0:00:00)  黒木  正子   豊中OLC  

県民大会
■ 男 子 組：
 1位 (1:27:00)  嶋田  光夫ほか数名   西宮明昭山の会
■ 女 子 組：
 1位 (1:17:00)  折戸  由佳ほか数名   不二精機（株）
  p3 (1:22:00)  二ツ谷優子ほか数名   ＯＬＰ兵庫
■ 混 合 組：
 1位 (0:46:30)  芝  純一ほか数名     大阪電気通信大学
■ 家 族 組：
 1位 (0:36:30)  五百倉亜実ほか数名   長岡京市
 2位 (0:39:18)  小田  博則ほか数名   伊丹市
 3位 (0:57:00)  三輪  昌広ほか数名   
 4位 (1:14:00)  板谷  智史ほか数名   吹田市
 5位 (1:35:00)  野沢真一郎ほか数名   明石市
■ 個人男子：
 1位 (0:50:15)  山田  凱     信太中学
 2位 (0:54:16)  中    良介   信太中学
 3位 (1:13:00)  五百倉大輔   長岡第５小
 4位 (1:16:00)  畑    恒男   宝塚市
 5位 (1:29:00)  河井  勇樹   信太中学
 6位 (1:30:00)  岡口  一生   信太中学
 7位 (1:44:00)  森崎  高明   西宮明昭山の会
 8位 (1:56:00)  神田  凌佑   信太中学
  p1 (0:52:35)  坂本  守     西宮明昭山の会
 p10 (0:50:50)  赤井  雄星   信太中学
■ 個人女子：
  p4 (1:13:00)  五百倉純子   長岡京市



ＷＭＯＣ ｉｎ イタリア（ＡＳＩＡＧＯ）  

         （０４／７／２～０４／７／１４）その２   前田記  

 

７／５（月）今日はモデルイベントと開会式  

まずはモデルイベントの第一会場へ、明日のＤＡＹ１会場の一部、本大会

の南側、地形等を確認しながらＭＥ１のコース、コントロール１５、距離

３４１０ｍＵＰ１８０ｍをゆっくり歩く、岩石地の谷間、白だが微地形の

所の直進等、１Ｈ以上充分かかり、完了、皆も帰ってきて残雪を見たと報

告あり、海抜１５００ｍの山陰だからかなと納得、明日時間が有れば見学

しよう  

明日のゴール地点の設営を見ながら開会式の有るＡＳＩＡＧＯへ、開会式

は５時集合、各国プラカードの基に集合、しかし日本のプラカードが無い、

ＪＡＰＡＮ／ＪＡＰＯＮ？？探し回っていると係員がプラカードを掲示し

ている、よく見るとＧｉａｐｐｏｎｅだった集合後２２人の日本組行進、

旗手は最年長の高橋さん、１０分位街中を行進し、会場に入るが狭い、ま

だ地元イタリアが会場に着くまでに開会式は始まった、イタリア語／英語

だから、歓迎の言葉は当然あっただろうが何を話しているか判らない、で

も、ＷＭＯＣは開会したようだ。  

７／６（火） ＤＡＹ１ 予選１日目  

朝５時半起床、６時１５分出発会場へプログラムで予選はスタート時間が

決まっているので余裕あり、  

私は ＮＯ、５５２０１ Ｍ５５ ＨＥＡＴ３  

一戦  ３：４５：００  

二戦  ２：１０：００  

３：４５は０：００が現地時間でＡＭ９：００なので１２時４５分スター

ト。スタート地区までに、プレスタートが有りＷａｒｍｕｐ用地図が有り

それを練習しながらプレスタート地点へ、これが最初入手したプログラム

ではプレスタートの意味が判らなかったがこれで納得、日本と違った形式

だった。  

いよいよ緊張のスタート、距離５０１０ｍ ＵＰ２４０ｍ  

Ｓ～１  直線距離６２０ｍ  

ピークよりアタックコントロール位置は薄緑の浅い沢、前走者の草むら

踏み跡に紛わされ、現在地ロストしてウロウロし、２へ向かう道まで降り

てトレイルＯをやっているところで場所を確認して再アタック、何とかた



どり着いたが２８：５０もかかった、これで予選も終わったようなものだ。 

参考に以下のラップを（参考にならないかなー）  

１～２ 直線３３０ｍ ４：０２ ２～３ 直線５５０ｍ ７：２９  

３～４ 直線３００ｍ ３：３９ ４～５ 直線１６０ｍ ２：３４  

５～６ 直線１４０ｍ １：４４ ６～７ 直線５８０ｍ１０：０９  

７～８ 直線９４０ｍ１４：４４ ８～９ 直線５７０ｍ１０：５６  

９～10 直線１４０ｍ ３：３６ 10～11 直線２３０ｍ ２：５０  

11～ 12 直線１８０ｍ １：０６ 12～Ｇ 直線１４０ｍ ０：３９  

合計タイム１：３１：４８でした６６位  

ちなみにトップの選手は ４０：２４ スエーデン人でした、  

Ｓ～１が半分の１４分だとしても５６位になる程度、レベルが高い  

１Ｈ切が３２人でした。  

アタックポイントからの距離が有り，方向距離感の悪い結果となった日

本と同じだ、一応予選１日目は終った、ヤレヤレ、惨敗だ。  

7／ 7（水）ＤＡＹ２ 予選 2 日目  

 今日は昨日より朝早く出発、１日目よりもテレインが遠いので別ルー

トで会場へＡＳＩＡＧＯより２時間位かかる場所、会場と駐車場との連

絡が悪く早く着いたから良かったようなものだが、そこからシャトルバ

スに乗り会場へ、事前説明では乗ってきたバスでそのまま会場の予定だ

った。  

駐車場付近もモデルイベントがあったが、今回は行っていなかったので

初テレイン、皆で場所取りをして準備、プレスタートも二回目なので理

解したが、スタート地区でＳＩカードが反応しない、クレームを言うが

日本語では相手は理解しない、仕方なく他のリーダーでチュックしたら

ＯＫだったのでスタート列へ、ヤレヤレ、クレームも言えないよう！  

ＤＡＹ２もＤＡＹ１と同じ方法  

距離、時間で距離５５００ｍＵＰ１３０ｍ  

Ｓ～１  ８６０ｍ １２：３５  

 まるで菅平高原牧場草原のテレイン、アタックは道と柵の交点よりア

タック何とか初日の二の舞は免れた  

１～２  ２２０ｍ  ２：５０  

 コンパス直進、走ればもっと速かったかな、慎重に行った。  

２～３  ４７０ｍ  ７：１１  

 柵伝いでちょっと大回りしたか？  

３～４  ６５０ｍ  ８：２８  



 おそるおそる直進  

４～５  ４８０ｍ  ７：２３  

５～６  ５４０ｍ  ９：３０  

 オーバーランしてしまった  

６～７  ６７０ｍ １４：１２  

 廻りの目標物が無く、現在地ロス、聞きまくってしまった。  

７～８  ３４０ｍ １１：１６  

 草原の踏み跡についていって、他のコントロールで現在地ロス  

又、はまってしまった、上達反省が無いなー  

８～９  ６７０ｍ  ６：０６  

 草原直進コース、久し振りに走った１００ｍ１分切り、全部この調子

だったら１Ｈ切れるのに！  

９～１０ ３３０ｍ  ２：１４  

 これもコントロールが見えている  

１０～Ｇ １２０ｍ  ０：３４  

合計１：２２：１９  ６２位  

トップは３７：４７でした  

 これで予選は終った。  

ここで日本と違う所、地図返却が会場では無い、  

イベントセンターで新しい地図を配布、二戦はファイナルの近隣なので  

ファイナルが終ってから返却、よって返却無しのためコースルートの反

省が出来ない、思い出すのが大変だった、  

私はこのままではＥファイナル、日本のメンバーでＡファイナルに進む

のはＭ４５ 杉山氏、Ｍ６５ 尾上氏、Ｍ７０ 高橋氏 かな？  

予選が終わり、その晩はＯ―パーティ、  

 参加者向けバンケット、大会会場近くの丘の上で見晴らしが非常に良

い  

所、スキー場／牧場のレストランで開催、残念な事に私は前日の（生ス

テーキ（ミート））にあたったようで、食欲不振でで目の前の食事があ

まり食べられなかった、山の上で見晴らしよく、他のメンバーは皆頑張

っていました、その後でダンスパティ等が有ったが、こういう行事での

日本人は  

総じて苦手で、ソコソコで退散しました。  

７／８（木） 休息日  

 でもベネチア観光へ、バスでベネチアの入り口までそこから船に乗り  



ベネチアの町へ名所、旧跡を見学勿論ゴンドラにも乗り、日本語の達者

な  

ガイドさんの案内で市内巡り、海の中の町なので湿気があり蒸熱かった。 

７／９（金）  

 ＷＭＯＣ ＦＩＮＡＬ（決勝）  

Ｅファイナルかなと思っていたら、Ｄファイナル人数の都合で統合した

ようだ、これで頑張れば！  

コース ５４９０ｍ ＵＰ１２５ｍ  ほとんど平坦かな（日本比較）  

最後のレースだ頑張るぞと臨んだが！！  

Ｓ～１  ６２０ｍ  大爆発 １７：１１  

これでマタマタ今日のレースは終った、アタックを柵からしたが直進ミ

ス現在地不明、オーバーラン、コントロールは穴の中（日本では無いは

ず）  

側を通っても判らなかった、これで終わり、せっかくＤファイナルにし

てもらったのに残念、でも気を取り直して  

１～２  ３９０ｍ  ６：２５  

２～３  ２２０ｍ  ３：４１  

３～４  ３７０ｍ ２１：５１  

    又やってもうた、道を横切ったがそこからのアタックがまずく  

現在地ロス，道を行ったり来たり、同じ間違いのコントロールに何回も！ 

だいぶ手前でウロウロしたらしく漸く、緑の空地を見つけそこから４へ  

４～５  ８３０ｍ  ８：３２  

  ひたすら直進、アタックポイントもしっかり捕らえて、ＯＫ  

５～６  ６３０ｍ １４：０４  

６～７  ２１０ｍ  ３：０９  

７～８  ５４０ｍ  ６：４３  

８～９  ５７０ｍ  ９：０７  

９～10  ３５０ｍ  ６：０７  

10～ 11  ２２０ｍ  １：５６  

11～ 12  ４００ｍ  ２：４２  

12～Ｇ        ０：４０  

合計  １：４２：０８  

1 のミス区間順位  ７８位  

４のミス区間順位   ９２位  

最高は８の区間順位  ６１位だからＤファイナルでも仕方無し  



 
Ｄ ファイナル 正式順位    ７６位  

 

Ｍ５５クラスの成績を参考に  

距離   ＵＰ    トップ時間  参加人数  

Ｍ５５Ａ   ６３００ｍ１６５ｍ  ３９：４１  ７９人  

Ｍ５５Ｂ   ６２５０ｍ１６５ｍ  ４７：１１  ７８人  

Ｍ５５Ｃ   ５８３０ｍ１６０ｍ  ４４：２９  ７７人  

Ｍ５５Ｄ   ５４９０ｍ１２５ｍ  ４４：５９  ９８人  

以上の結果でした。  

ＷＭＯＣは終った、明日からは観光だ！  

観光の始まり、  

７／１０（土）  

  ピサの斜塔見学、斜塔のてっぺんにも登った。  

７／１１（日）  

  フィレンツエ市内観光  

７／１２（月）  

  ローマ市内観光、有名観光地見学  

７／１３（火）  

  ローマ空港から成田へ、空港に行く途中で高速事故渋滞  

  迂回して空港へ、チョット冷や汗。  

  機内は良く空いていて、ゆっくり出来た。  

７／１４（水）  

  成田、早朝着、今回のツアーメンバーとさよならして、新幹線  

  で大阪、堺の自宅へ１４時頃到着  

余裕たっぷりのコースで添乗員の斎藤真由子さん有難う。  

次の海外は？？？  

自宅の購入契約も７／５に完了  

８月に引越しました、  

新住所  

５９１－８００７  

堺市奥本町１－３７－１  

ネオハイツ北花田Ⅱ ５０３号  

 
観光は気が向けば，旅行記として又記述します。  



水
寺 田 強

§１．水は生命の源

人間の身体は胎児で８０％、成人で６０％から７０％が水分だといわれています。こ

の水分の代謝が悪くなると細胞の新陳代謝が不活発になり、むくみが現れます。また、

わずか５％の水分が不足すれば体温が上昇し熱中症などを引き起こし、時には命に関わ

る危険な状態になることもあるのです。

この場合は、水分とともにナトリウム、カリウムなどのイオン水を摂取することが必

要になります。スポーツドリンクなどに含まれています。これも喉が渇く前に飲んでお

くことがポイントのようです。

逆に、身体に水分を溜めすぎると余分な水分を処理するために腎臓の負担が増え、老

廃物を処理できなくなることにもなります。そして余った水分は細胞に溜め込まれ、細

胞の新陳代謝が低下してしまいます。冷房病といわれるのがそうですね。

この場合は、コーヒーや紅茶に含まれるカフェインの持つ利尿作用で改善されるよう

ですが、それもぬるめの６０℃程度が良いようです。また、ビールも利尿作用がありま

す。

--------------------------------------------------------------------

§２．美味しくなった水道水、でも・・・・・

大阪府の水道は高度浄水施設の整備を進め、平成１０年７月２２日から、府営水道の

すべての浄水場（村野、庭窪、三島）は高度浄水処理水になりました。しかし、水道水

にはカルキが入れられていることはご存知だと思います。怖がらせるつもりはありませ

んが、このカルキは実は猛毒の塩素なのです。

これは、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７のような人体に害を及ぼす菌を殺菌するための措

置として現在では不可欠なことなのです。水道水には水道法２２条及び施行規則第１７

条により、通常時は衛生上必要な措置として給水栓（蛇口)での水が遊離残留塩素を１リ

ットル当たり０．１mg以上を保持するように定められています。

、 。 、また 水道水を沸かせば大丈夫だというのは間違いです 水が沸騰することによって

水道水に含まれる有害なトリハロメタン(*注)が４から５倍にもなってしまうからです。

ただし、３０分から４０分沸騰させば元の数値に戻ります。

それでは市販のペットボトルの水は大丈夫なのでしょうか？



これも最近、ペットボトルにカビが入っていたという報道がされたのを記憶されてい

るかと思います。水も生ものですから正味期限はくれぐれも注意が必要になります。

昨今、自己責任が言われています。毎日使う不可欠な水にも自らの責任で身を守る対処

をしておかなければならない時代になってきました。

(*注)トリハロメタン：

メタン(CH4)の水素原子３個が、塩素(Cl)、ヨウ素(I)、臭素(Br)などのハロゲン原子で

置換されたものをいいます。塩素原子に置換されたクロロホルム(CHCｌ3)が一例にあげ

られます。水質基準として、クロロホルム０．０６mg/Ｌ，ジブロモクロロメタン(CHＢ

ｒ２Cｌ) ０．１mg/Ｌ，ブロモジクロロメタン(CHＢｒCｌ２) ０．０３mg/Ｌ，ブロモホ

ルム(CHＢｒ3)０．０９mg/Ｌ，総トリハロメタン０．１mg/Ｌに設定されています。

--------------------------------------------------------------------

§３．健康に良い水

森林浴が健康に良いといわれていますが、水にも健康に良いものがあります。滝など

では、わずかですがイオン化された水素が発生しています （レナード効果）水は熱を。

加えても固体－液体－気体の変化だけですが、電気を通すことで簡単にイオン化される

のです。滝では水がぶつかってわずかな電気が発生し、それによって水がイオン化され

ている訳です。

この水素イオン（活性水素）が健康に良いと注目されています。なぜ良いのかをいう

前に、活性酸素の話をしておきたいと思います。

活性酸素を簡単に言えば、酸素分子中の電子が他の物質の電子を奪ったり、また、く

っついたりしたもので非常に不安定なものです。活性酸素は、体内に侵入する細菌を撃

退する『免疫システム』で白血球やマクロファージが細菌を攻撃する際の武器となる重

要な役割を果たしています。

しかし、最近この活性酸素がガンや老化促進を引き起こす事が分かってきました。そ

して、これを分かりやすくいえば活性酸素によって”身体が酸化する ”身体がサビる”

”ということです。

この活性酸素は、現代病とまでいわれるストレス、飲酒や喫煙などで発生しやすいと

いわれています。アガリスクやチャーガなどはこの活性酸素を除去する酵素（ＳＯＤ）

を多く含んでおり、すでに研究成果が学会で発表されています。

さて、活性水素に話を戻します。

多くの病気を引き起こす活性酸素を取除くための方法として、活性水素は非常に有効

なものとなります。説明はあまり必要ではないでしょう。酸素と水素が結合すれば普通

、 。の水になる訳ですから 副作用などの心配もなく身体には最も安全だといえるでしょう

ローマ法王も認めた”奇跡の水”と呼ばれたルルドやトラコテの水にはこの活性水素

が含まれていると話題になっていますが、日本でも日田の天領水は有名です。



◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 

2004/08/01第２４回コンターズ練習会at服部緑地公園 

Ａ （出走34名） 
 1 小野田剛太(京大OLC)   0:37:14 
10 横田 実 (ＫＯＬＡ）    0:59:29 
17 前田 春正(ＫＯＬＡ)   1:06:36 
21 村橋 和彦(ＫＯＬＡ)   1:12:43 
31 藤田 沙織(ＫＯＬＡ)   2:10:34 

 

2004/09/05WOCプレ（ミニ）大会 兼 全日本リレー愛知県選手選考会at切山 

ＭＥ／ＷＥ(出走23名) 
 1 李  敬史(浜松OLC)   0:33:35 
19 平山 友啓(ＫＯＬＡ)   1:06:54  
20 白川 努 (ＫＯＬＡ)   1:08:08  
 

2004/09/19 大阪城公園パークO 

ＭＡ(出走37名) 
 1 大西 康平(左京区)    0:24:42 
 8 横田 実 (ＫＯＬＡ）    0:30:02 
11 平山 友啓(ＫＯＬＡ)   0:31:23  
26 前田 春正(ＫＯＬＡ)   0:41:10  
 

2004/09/23大阪ＯＬＣ秋の練習会at吐山（奈良県都祁村） 

ＭＥ決勝(出走43名) 
 1 西尾 信寛(朱雀ＯＫ)   0:17:59 
17 永瀬 真一(ＫＯＬＡ)   0:26:27  
ＭＥ予選決勝(出走45名) 
 1 西尾 信寛(朱雀ＯＫ)   0:23:20 
27 永瀬 真一(ＫＯＬＡ)   0:38:57  
 

ＷＥ決勝(出走24名) 
 1 浅井 千穂(朱雀ＯＫ)   0:17:52 
13 前田 春正(ＫＯＬＡ)   0:28:23  
ＷＥ予選(出走24名) 
 1 森澤 寿里(大阪OLC)    0:19:28 
 9 前田 春正(ＫＯＬＡ)   0:27:01  

2004/09/26パーク・Oツアーin関西２００４ 第３戦甲山森林公園大会 

ＭＡ決勝(出走15名) 
 1 小林 康浩(大阪ＯＬＣ)  0:13:54 
 8 中村 貴史(大阪市大OLC) 0:15:37 
ＭＡ予選(出走32名) 
 1 田代 雅之        0:11:45 
 8 中村 貴史(大阪市大OLC) 0:13:22 
ＭＳ(出走) 
 1 寺嶋 一樹(朱雀ＯＫ)   0:21:31 
11 横田 実 (ＫＯＬＡ)   0:37:00 

ＷＡ決勝 
 1 森澤 樹里(奈良女OLC)  0:08:57 
 
ＷＡ予選(出走９名) 
 1 峰村 綾香        0:13:49 
   藤田 沙織(大阪市大OLC) mp 
ＭＶ(出走19名) 
  1 前田 春正(ＫＯＬＡ)  0:28:51 
 4 寺田 保 (ＫＯＬＡ)  0:30:38 

前田さん優勝！ 



2004年OL行事予定
予定日 大会・行事名 場所 主催又は主管

10月17日 (日) 関西学連第２回定例戦 関西学連

10月24日 (日) 第２回岡崎市民ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 岡崎市 岡崎市体育協会

10月24日 (日) 富士山こどもの国ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 富士山こどもの国 富士山こどもの国

10月24日 (日) ﾊﾟｰｸOﾂﾜｰin関西・滋賀県大会 草津市　ﾆｭｰﾏｯﾌﾟ 滋賀県OL協会

10月31日 (日) 大阪府民大会 鶴見緑地 大阪府OL委員会

10月31日 (日) 京都府　日吉町府民の森 京都OLC

11月3日 (祝) ﾊﾟｰｸO 浜北森林公園 静岡県協会

11月6日 (土) 大高ﾊﾟｰｸO

11月7日 (日) 東日本大会 愛知県下山村 JOA

11月？日 浜松市民大会 浜松市 浜松市

11月21日 (日) ぞんび～ず大会

11月28日 (日) 名大大会

12月4日 (土) 京都府城陽市（新地図） 朱雀OK

12月5日 (日) 第21回ｳｴｽﾀﾝｶｯﾌﾟﾘﾚｰ大会 京都府宇治市（太陽が丘）みやこOLC

12月12日 (日) 関西学連第3回定例戦兼新人戦 吐山 京大・京女

12月12日 (日) 平成16年度真備町OL大会 岡山県吉備郡真備町（予定OLC吉備路

12月12日 (日) 筑波大学大会

12月18日 (土) 山口大学大会

12月19日 (日) インカレミドル関西地区選考会 黒添池 関西学連

12月19日 (日) ＡＳＫ大会 未定 愛知青少年協会

２００５年

1月3日 (祝) ＫＯＬＡ新春OL大会 大泉緑地 KOLA
1月9日 (日) 全日本リレー 埼玉

1月10日 (祝) 全日本トレイル 埼玉
1月16日 (日) 平成16年度和歌山県民ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 田辺市新庄総合公園 和歌山OL協会

1月22.23日 (土～ インストラクター講習会 兵庫県OL協会
1月30日 (日) 岡崎市OL大会
2月13日 (日) 早大OC大会
2月27日 (日) 中日東海ﾌﾟﾛｯｸ大会 三重県松阪市 中日新聞社
3月6日 (日) 京都カップ第４戦 京都府亀岡市（未定） 京都府OL協会

3月11.13日 (土～ 日光インカレ 栃木県今市市・日光市
3月20日 (日) 全日本大会 静岡県　富士市 JOA
5月29日 (土) 菅平ロゲイニング 菅平
6月19日 (日) インカレ 関西学連

11月27日 (日) 西日本大会 滋賀県希望ヶ丘文化公園　滋賀県OL協会
12月4か11日(日) 大阪OLC30周年記念大会（予定） 錦織公園 大阪OLC
未定 東海クラブカップリレー 東海地区OLｸﾗﾌﾞ連絡協議会
２００６年 全日本リレーの為　再度公園はクローズ　2004年７月より 兵庫県OL協会

Aiming
最近、ようやくオリエンテーリング大会にぼちぼちと顔を出せるようになってきました。色々な人にお会いできま
すが、その中で、ひとり気になる人物がいます。京都の小学生である五百倉くんです。近畿の大会の色々な場
所に出没していますので、みなさんもあったら声をかけてあげてくださいね。

京都ｶｯﾌﾟ第3戦京都OLﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ兼
ﾊﾟｰｸOﾂﾜｰin関西第6戦

京都OLC30周年兼立命館大学30周
年・記念大会


